
申込受付開始 ： ５月１２日（水）午前９時００分 ～ ５月１８日（火）午後５時００分乳幼児学級

申込受付開始 ： ５月１２日（水）　午前９時００分～成人・高齢者学級

事業名 事業内容 開催日時 開催場所 対象・定員・学級費

あすなろ学級

いちご狩りや水遊び、ミニ運動会やハ
ロウィーンなど四季折々のイベントを
体験しながら、みんなで楽しく交流し
ます。
※希望者が定員に満たなかった場合、
どちらかの曜日のみの開催となる場合
があります。

５月～12月
①火曜日グループ
②水曜日グループ
各15回
10:00～11:30

文化センター
軽体育室 他

未就園児とその保護者
①火曜日グループ １０組
②水曜日グループ １０組
学級費　5,500円
※別途実費負担有

事業名 事業内容 開催日時 開催場所 対象・定員・学級費

チャンスボール、寄せ植え、リラックス
気功、ペン習字、料理などを通して仲
間の輪を広げましょう！

５月～12月
水曜日 全15回
13:30～15:00

文化センター
軽体育室 他

一般　30人
学級費　3,000円
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生涯学習に参加してみませんか
～上半期（５月～９月）に教育委員会が行う事業・行事計画～

実施機関および問い合わせ・申込み先
下諏訪町公民館 ・ 下諏訪町勤労青少年ホーム（下諏訪総合文化センター内）　☎28ー0002

講座等の申込みをされる皆さんへ

町民すべてが「一生涯学習」を目指していますので、新しく受講される方を優先とさせていただきます。
・申込みは町内在住在勤の方で先着順となりますので、定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
・学級、講座ごとの受講料には、教材費や保険料等が含まれております。受講料は申込受付の際に前納して
いただきます。

・講師の都合、または受講者が少人数の場合は、中止になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況から、講座が中止、または講座内容が変更となる場合があります。

もみの木学級・やまびこ学級は、生きがいづくり、交流の場づくりを目的に活動してきました。令和２年度はコロナ禍の
ため、それぞれの学級の参加人数を10人程度に限定することとなり、交流できる人数も限られてしまいました。そこ
で、今できうる範囲で交流する人数を増やし、かつ安全・安心に学級活動を行うことを目指し、令和３年度についてはも
みの木学級とやまびこ学級を統合し、「もみの木・やまびこ学級」として、30人規模で活動することとしました。学級
の内容については、生きがいづくりに役立つように、幅広くいろいろな活動に取り組めるようにするとともに、「切り
絵」のような、より専門的な技術習得を目指す方々には公民館講座を開設します。新しい生活様式が求められる中、公民
館においても新しいかたちでの学級・講座の運営を模索し、より多くの方々に生きがいづくりの場を提案していきたいと
考えております。

①下諏訪町公民館（下諏訪総合文化センター内）の窓口にて直接申し込む。
②代筆にて申し込む。※申込受付初日の午後１時00分より可能となります。
③電話で仮予約する。※申込受付初日は電話での仮予約を受け付けておりませんので、直接窓口までお越し
ください。

※申込み方法のいずれも、土日祝日は受付ができませんのでご了承ください。

申込方法

もみの木・やまびこ
学級

◎諏訪湖博物館の５月の休館日は、10・17・24・31日です。

保存版
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申込受付開始 ： ５月１２日（水）　午前９時３０分～平日昼間の講座
講座名 講座内容 開催日時 対象・定員・受講料

J-POPで踊ろう講座
エアロビクスの動きを取り入れた振り付
けで、懐かしのJ-POPに合わせて楽しく
体を動かします。

講師：芳原 真結美

5/31、6/14、6/28、
7/12、7/26
月曜日 (全５回)
13:30～14:30

一般 15人
受講料 100円

クラフトバンド講座
クラフトバンドの編み方を学んで、小さな
カゴやバッグを作ります。

講師：神澤 広美

6/22、6/29、7/6、7/13
火曜日 (全４回)
10:00～11:30

一般 10人
受講料 1,000円

春の
フラワーアレンジメント

バラを使用して、春らしいフラワーアレ
ンジメントを作ります。

講師：久保田 みすず
5/25 火曜日
13:30～15:00

一般 12人
受講料 3,000円

今を楽しむ
シニアの片付け術

おうち時間が増えた今、ご自宅の片付け
の参考になる技をプロから学びます。

       講師：藤森 妙子

6/8、6/15、6/22
火曜日 (全３回)
13:30～15:00

おおむね
60歳以上の方
10人
受講料 600円

美ボディ体操
姿勢改善していく体操を学びながら、若
く美しい体作りを目指します。

講師：日達 翔

6/2、6/16、6/30、7/14
水曜日 (全４回)
11:00～12:00

一般 15人
受講料 100円

糸かけアート講座
木板に釘を打ち、そこに糸をかけて作る
アートです。初心者向けのデザイン4種
類を体験します。

講師：小澤 直美

6/16、6/30、7/14、7/28
水曜日 (全４回)
13:30～15:30

一般 6人
受講料 4,000円

写　経
般若心経の写経を体験します。墨の香りの
中で、写経体や美しい字形の書き方を学び
ながら、ゆったりとした時間を過ごしまし
ょう。　　　　　　　　 講師：古屋 典子

6/3、6/17、7/1、7/15、
7/29
木曜日 (全５回)
13:30～15:00

一般 10人
受講料 2,500円

ゆったりヨガ
ヨガをして新鮮な空気を身体いっぱいに
取り込んで白血球を増やし、免疫力を高
め、心も身体もほぐしましょう。

          講師：土田 香里

5/27、6/3、6/17
木曜日 (全３回)
10:00～11:30

一般 15人
受講料 100円

切り絵講座
切り方のコツやデザインナイフの持ち方
など基本を学び、夏、秋、冬のモチーフ
の3作品を作ります。

講師：日達 れんげ

6/11、6/25、7/16、
7/30、8/6、8/20  
金曜日 (全６回)
13:30～15:00

一般 15人
受講料 1,600円

　食育応援隊の講座
昔のおやつ講座

草団子や蒸しまんじゅうなど昔懐かしい
和のお菓子と軽食作りを学びます。

講師：大澤 加奈子

6/18  金曜日
10:00～12:00
※料理はすべて持ち帰り
　とします。

一般 8人
受講料 600円

　食育応援隊の講座
パッククッキングで作る
     おかず講座

食材をポリ袋に入れ、鍋で湯煎する調理
方法で、簡単にできて美味しいおかずの
作り方を学びます。

講師：髙木 寛子

7/9   金曜日
10:00～12:00
※料理はすべて持ち帰り
　とします。

一般 8人
受講料 500円

保存版

◎下諏訪総合文化センターの5月の休館日は、6・11・18・25日です。
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申込受付開始 ： ５月１２日（水）　午前９時３０分～平日夜間の講座

申込受付開始 : ５月12日(水) 午前９時30分～土・日曜日の講座 

講座名 講座内容 開催日時 対象・定員・受講料

カジュアル生け花講座
お家で手軽かつ素敵にお花を生けるポイント
や、お花を長持ちさせる方法などを学びます。

　　　　　　　　  講師：高木　明美

6/7、6/21、7/5
月曜日 (全３回)
19:00～20:00

一般 6人
受講料 3,100円

背骨コンディショニング
独自の体操や筋力トレーニングで背骨の
ゆがみを整えて、カラダの不調を改善しま
す。　　　　　　　　  講師：宮澤　佳子

6/14、6/21、6/28、7/5、 
7/12   月曜日 (全５回)
19:00～20:00

一般 15人
受講料 100円

アートデコレーションヒール
　　　　　　　　 講座

使わないハイヒールを、リボンやお花を使
って可愛く飾れる作品にします。

講師：高山　真知子

6/29  火曜日
19:00～21:00

一般 6人
受講料 1,600円

ドライフラワークラフト
　　　　　　　　 講座

ドライフラワーを使ったお洒落なミニスワ
ッグと、アロマワックスサシェを作ります。

講師：一ノ瀬　圓佳

7/6、7/13  
火曜日 (全２回)
19:00～21:00

一般 20人
受講料 3,100円

ビジョントレーニング
眼球を動かす筋肉を鍛えて、目標を正確に
捉える視力を向上させる方法を学びます。
　　　　　　　　　　 講師：阪上　晃子

7/7  水曜日
19:00～20:00

一般 30人
受講料 100円

茶道講座（裏千家）
裏千家茶道の所作やお点前の基本を学び
ます。基本から学べるため、初めての方で
も安心です。　　　　　   講師：林　富子

6/9、6/23、7/7、7/21、
8/4、8/18  水曜日(全６回)
19:00～21:00

一般 6人
受講料 2,000円

カリグラフィー講座
専用のペンとインクを使って、西洋の書道
ともいわれるカリグラフィーの基本の文字
を学びます。　　　　   講師：中村　由香

6/3、6/17、7/1、7/15、
7/29、8/5 木曜日 (全６回)
19:00～21:00

一般 20人
受講料 2,700円

シュレーゲルアオガエルの
鳴き声を聞きに行こう！

環境省の“残したい日本の音風景１００
選”に紹介されている「八島湿原の蛙鳴」
を聞きに行きます。
　　　　  講師：霧ヶ峰自然教室スタッフ

6/5  土曜日
9:00～12:00

一般 26人
受講料 500円

　食育応援隊の講座
世界の料理講座
～イタリア編～

今回のテーマは「イタリア料理」。本場の
味が家庭でも味わえる簡単レシピを紹介
します。　　　　　　  講師：笠原　邦子

6/26 土曜日
10:00～12:00
※料理はすべて持ち帰りとします。

一般 8人
受講料 1,000円

　食育応援隊の講座
ホットケーキミックスで
お菓子講座

様々な調理器具で、ホットケーキミックス
を使って手軽に作れるお菓子作りを学び
ます。　　　　　　    講師：高木　恵理

7/11 日曜日
10:00～12:00
※料理はすべて持ち帰りとします。

一般 8人
受講料 800円

英語であそぼう
ゲームや歌などの遊びを通して英語に親
しみます。

講師：ＡtoＺ

5/22、5/29、6/12、6/19、
6/26　土曜日 (全５回) 
10:00～11:00

町内在住園児 10人
(2015.4.2～
       2017.4.1生)
受講料 100円

簡単ヒップホップ講座
かっこいいリズムとステップで体幹強化、
脂肪燃焼を目指します。簡単＆ゆっくりと
した動きがメインで、ダンス未経験の方も
楽しく踊れます。　　   講師：野口　昌代

6/3、6/10、6/17、7/1、
7/8、7/15 木曜日 (全６回)
19:00～20:00

一般 15人
受講料 100円

はじめての韓国語講座
ハングルの読み方や基本的な文法を、書
いたり、話したりして楽しく学びます。

講師：小口　一成

6/4、6/11、6/18、6/25、7/2、
7/9、7/16 金曜日 (全７回)
19:00～20:30
※初回のみ19:00～20:00

一般 20人
受講料 200円

ボクササイズ講座
パンチやキックといったシンプルな動きで
体を動かすエクササイズを行います。

講師：長矢　良子

5/28、6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2  金曜日 (全７回)
19:30～20:30

一般 15人
受講料 100円

保存版
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◎下諏訪体育館の5月の休館日は、3・4・11・12・18・25日です。

2021.5 生涯学習 14



申込受付開始 ： ５月１２日（水）　午前９時３０分～夏休み講座 （小学生を対象とした講座）
講座名 講座内容 開催日時 対象・定員・受講料

☎２８ー００１８

事業名 事業内容 開催日時 開催場所 対象・定員・受講料

当日受付町民大学 　ー下諏訪を学ぶー
講座内容 開催日時 開催場所 対象・定員・受講料

※未成年者の受講は、保護者の承諾が必要となります。

☎２７ー１４５５

◎下諏訪町立図書館の5月の休館日は、6・7・10・17・24・31日です。

おやこの食育教室

夏休みを利用して、親子で「食」について
考えてみませんか? きゅうりを使って、包丁
の使い方や色々な切り方を練習します。図
書館司書の先生から食に関する本の紹介
もあります。
講師:下諏訪町栄養士会・図書館司書ほか

①下諏訪北小学校対象
7/29 木曜日
10:00～12:00

町内在住の小中学生
とその保護者
①北小(7/29) 8組
②南小(8/5) 8組
1人あたり 200円

②下諏訪南小学校対象
8/5 木曜日
10:00～12:00

保存版

しもすわ人形劇まつり 県内外のアマチュア・プロによる人形
劇団が集まり、公演します。

家族で楽しめる映画会を予定してい
ます。

7/3   土曜日
13:30～17:00
7/4   日曜日
10:00～13:00

9/5   日曜日
10:00～15:00頃 

入場料
中学生以下無料
高校生以上 500円

① 「諏訪湖の自然環境と生き物」
 講師：田代　誠也（長野県水産試験場諏訪支場）

5/23   日曜日
13:30～15:00

② 「さあ御柱だ  楽しもう  歴史と楽しさを木遣りと共に」
 講師：小松　直人（下諏訪町観光案内所長）

7/18   日曜日
13:30～15:00

③ 「世界の柱立て祭」
 講師：髙見　俊樹（一般社団法人大昔調査会代表理事諏訪市文化財専門審議会委員）

④ 「フリークリエイターが御柱から見た未来」
 講師：石埜　穂高（スワニミズム編集長　NPO法人Jomonism理事）

⑤「地学的にみた『綿の湯伝説』」
 講師：小口　徹　(宿場街道資料館・諏訪湖博物館専門研究員)

8/8    日曜日
13:30～15:00

一般 50人
受講料 各100円

文化センター
小ホール

文化センター
小ホール 他

早朝ラジオ体操
毎朝６時３０分から町内の９会場でラ
ジオ体操を行います。
最寄りの会場にお気軽にご参加いただ
き、健康づくりにお役立てください。

下諏訪ギネスにチャレンジ
＆推定歩行年齢がわかる
歩行姿勢測定コーナー

空き缶積みやスリッパとばしなど、全６
種目の歴代記録の更新にチャレンジ！
また、あなたの歩き方を測定し、「速度」
「姿勢」「バランス」から推定歩行年齢を
分析します（成人者のみ）。

4/1 木曜日～
10/10  日曜日
毎朝6:30～

8/21  土曜日
14:00～16:30
(受付13:30～)

年齢を問わず
参加無料

下諏訪体育館
アリーナ

文化センター
大ホール

9/12   日曜日
13:30～15:00

10/31  日曜日
13:30～15:00

実施機関および問い合わせ・申込先 下諏訪総合文化センター

子ども映画会
入場料
３歳～中学生 700円
高校生以上 1,000円

実施機関および問い合わせ・申込先 下諏訪体育館　
北小校庭・春宮境内
子育てふれあいセンターぽけっと
下中校庭・あすなろ公園・南小校庭
信金湖浜支店・津島神社境内
橋本政屋駐車場　(全９会場)　
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☎２７ー５５５５

事業名 事業内容 開催日時 開催場所 対象

☎２７ー１６２７

事業名 事業内容 開催日時 開催場所 対象・定員・参加方法

町
立
図
書
館

保 存版

おはなしのへや 手遊び、絵本の読み聞かせ、
紙芝居、パネルシアターなど

毎週土曜日
11:00～11:30

参加自由
概ね４歳以上

おはなしのへやプチ 手遊び、絵本の読み聞かせ、
紙芝居、パネルシアターなど

毎週木曜日
11:00～11:30

参加自由
概ね３歳以下

「セカンドブックのつどい」
での読み聞かせ

感性や想像力が育ち、読書が習慣になるよう、
絵本の読み聞かせを行い、２歳を迎えた子
どもさんに２冊目の絵本をプレゼントします。

月１回 木曜日10:30～
5/13・6/3・7/8・
8/5・9/2

２歳を迎えた
子どもと親

「こども読書週間」に
ちなんだ事業

おすすめ絵本リストの配布
のりものお話会 ５月５日(水)11:00～
こども古本市    ５月９日(日) 9:30～

4/23 金曜日
～5月12日(水) 参加自由

家庭読書の日 家庭で読書に親しんでもらうため、毎月
テーマを決め、本等の紹介をします。 毎月第２日曜日 子どもから

大人まで

母の日工作会 折り紙で本物そっくりのカーネーション
を作ります。

5/3 月曜日
①10:30～11:30
②14:00～15:30

①保育園児～小学校低学年
②小学校高学年以上

夏ジャズ 暑い夏、クーラーの効いた図書館会議室
で、夏色のジャズを楽しみます。

７月中 日曜日
14:00～16:00 一般

親子工作会 親子で遊べる楽しいおもちゃを作ります。7/18   日曜日
10:30～11:30 ５歳以上

夏休み
一日図書館司書

図書の貸し出し、返却、書架整理等、
図書館の仕事を体験します。

8/3   火曜日
～8/5 木曜日

せすじゾクゾク
こわいおはなし会 おはなしや朗読で怪談話を楽しみます。 8/4   水曜日

14:00～15:00

図書館シネマ ちょっと渋めの味わい深い映画を上映し
ます。

9/15、16、17 
(水・木・金)

北欧こども映画会 北欧音楽祭にちなんで、北欧の子ども向
け映画を上映します。

9/26 日曜日
10:30～11:30

実施機関および問い合わせ・申込先 下諏訪町立図書館　

企画展
「下諏訪のあの日あの頃
　  ぶらっと散歩道」

下諏訪町に残る古写真を展示公開しま
す。当時の町の様子、人々の暮らし、生
業などの写真から、あの頃の下諏訪町
を一緒に振り返ってみませんか？

５/１ 土曜日～
９/５ 日曜日

諏訪湖博物館・
赤彦記念館

史跡散歩
「中山道ウォーキング」

江戸と京都を結ぶ中山道、その最大の難所で
あった和田峠、江戸時代の人々が往来した道
を歩いてみませんか？
ツアーでは、バスで和田峠まで移動し、頂上
付近から下諏訪町側の西餅屋までを歩きます。

第１回
6/27 日曜日（予定） 諏訪湖博物館・

赤彦記念館

実施機関および問い合わせ・申込先 下諏訪町立 諏訪湖博物館・赤彦記念館

小学生以上
15名程度
要事前申込

邦子忌及び企画展
「今井邦子を
       とりまく人々」

下諏訪町ゆかりのアララギ派を代表する女
流歌人今井邦子。その功績を偲び、願いを
後世に伝えていくため、今年度も邦子忌を
開催します。また、邦子忌に合わせ常設展
示の一部を入れ替え、企画展「今井邦子を
とりまく人々」を開催します。

邦子忌
7/10土曜日
企画展
6/26土曜日
～8/22日曜日

今井邦子文学館
（湯田町）

申し込み不要

漁業体験
「諏訪の湖には魚多し」

諏訪湖の漁師の方を講師に、博物館前の
湖畔に復元設置した「大四つ手網」を使っ
た漁の体験や投網の使い方の実演と体験
を行います。その後県水産試験場の施設公
開に参加しエビの放流体験を行います。

8/6　金曜日
（予定）

諏訪湖博物館・
県水産試験場
諏訪支場

小学生以上
20名程度
要事前申込

５歳以上

一般

小学生以上

小学生４年生以上

（仮称）

（仮称）

（第２回は
　10月頃を予定）

※受講料の明記のないものはすべて無料です。
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学びたいと思っている皆様のところへ職員等が講師としてお伺いし、様々なテーマについて学びを深
める取り組みです。
下諏訪町内で10人以上の団体でしたら、町内どこへでも講師が無料で出張いたします。会場等は申込
みをされる方にてご用意ください。申込書などの様式は、各担当係と下諏訪町公民館窓口及び下諏訪
町ホームページにございます。
詳細は、各講座メニュー担当係（下記参照）又は下諏訪町公民館（☎28ー0002）までお問い合わせくだ
さい。

「この分野について学びたい！」と思った際に、講師の方を探すお手伝いをさせていただくのが、
「身近な講師」制度です。
講師には、生涯学習に関する様々な知識や経験、特技などを活かして活躍されている方が登録されて
います。
希望する分野の講師と連絡をとりたい方、身近な講師として登録したい方は、下諏訪町公民館
（☎28ー0002）までお問い合わせください。なお、講師料等は、直接講師と相談していただく形に
なります。

 1 チャンスボール 90分
 2 キンボール 90分
 3 ふらばーる 90分
 4 スマイルボウリング 90分
 5 ペタンク 90分
 6 ドッチビー 90分
 7 ボッチャ 90分

下諏訪体育館内
スポーツ振興係
（27-1455）

 ８ 絵本のレッスン(読み方、選び方) 60分
 ９ おはなし会（絵本の読み聞かせ) 30分
１０ 簡単工作教室 60分
１１ リクエスト講座

下諏訪町立
図書館
(27-5555)

※博物館の出前講座メニューは、令和３年度より
　「まちづくりおでかけトーク」に移行されました。
　詳細は、諏訪湖博物館（☎27-1627）までお問い合
　わせください。

★ご希望の内容に応えられる場合お受けします。

『下諏訪町教育委員会出前講座』のご案内

『下諏訪町公民館 身近な講師』制度のご案内

軽運動
ダンス
スポーツ

美容・健康

趣味・生活

伝統文化
音　楽
美術・工芸
文芸・語学
自然科学
社　会
教　育
分　類 専 門 分 野

近代文学　現代文学　文学一般　短歌　俳句　英会話　英語　落語　方言での語り　方言カルタ
地質学　地球科学　歴史地理学
法律　高木の村歩き
幼児教育　男女共同参画　子育て

パステル和アート  臨床美術  絵画  彩墨画  水墨画  書道(ペン字・毛筆)  陶芸  伝統工芸  手工芸  糸かけアート

歌唱　ギター　ベース
日本の伝統衣装としての「きもの」　　礼法・マナー
フラワーアレンジ　押し花　ポーセラーツ　編み物　カルトナージュ　グルーデコ　ハーバリウム　
パソコン　写真　写真加工　スクラップブッキング　スタンプ　万華鏡　手作り絵本　絵本(読み聞かせ)　
切り絵　飾り寿司　絵手紙　凧作り　お酒　台湾家庭料理　西洋菓子　手話
髪の手入れ  リンパマッサージ  メイクセラピー  アロマセラピー  夢ノート  漢方  心理  ストレスマネジメント
はり・きゅう　東洋医学　健康体操　生活習慣　体のしくみ　ダイエット　ゆがみ直し整体体操　
背骨コンディショニング　瞑想　足つぼ　介護予防体操　脳トレーニング
エアロビクス　ヒップホップ　キッドビクス　キッズダンス　親子ダンス　ヨガ　ストレッチ
ジャズダンス　バレエストレッチ　Ｂ．Ｓ．E（骨盤ストレッチエクササイズ）
ピラティス　ボールエクササイズ　シニア向け運動指導　水中運動の指導
ボクシングフィットネス　ＺＵＭＢＡ　バレトン　気功　スマイルレッスン　ウォーキング　ラジオ体操　
歩くスキー　フォークダンス　フラダンス　３Ｂ体操　スポーツウエルネス吹矢

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
講
習
会

（ワンバウンド
    バレーボール）

No.     　  講座メニュー 所要時間 担当係 No.     　  講座メニュー 所要時間 担当係
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令和３年度　町内各校の主な行事
※来校の折には、事務室で受付、検温をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染防止のため一般公開できない場合もあります。詳細は学校だより、ホームページ等
でご確認ください。

― 上半期（４月～９月）―

学校名及び問い合わせ先 下諏訪町立下諏訪南小学校 ☎27ー5000

第51回運動会

保護者参観日

諏訪湖清掃

第51回運動会

保護者参観日

インターナショナルデー

地域公開参観日

部活動参観日
なぎがま祭（文化祭）

地域公開参観日

部活動参観日

40周年記念
　絆祭（文化祭）

第１回参観日
第２回参観日

６／ ５(土)
４／14(水)

４／15(木)
７／ ２(金)
７／15(木)
９／21(火)
９／22(水)
８／ ８(日)
８／16(月)

６／ ５(土)
４／24(土)
７／ ２(金)
７／ ８(木)
９／30(木)

　４／30(金)
６／ ４(金)
５／18(火)

10／ １(金)
10／ ２(土)

　４／23(金)
　　７／ ２(金)

地域公開授業

向陽祭（文化祭）
地域公開授業
地域公開授業

　
４／24(土)

７／ ３(土)
８／28(土)
10／14(木)

　４／30(金)
６／29(火)

  ８／26(木)
５／21(金)
10／ １(金)

  8：20～12：00
12：45～14：25　１年
13：55～15：20　２･３年 
13：55～15：20　４～６年 
13：35～16：00
13：35～16：00
　　　　（未定）
　　　　（未定）

各行事日程に合わせて参加

 ８：45～12：00
 ９：25～10：10
13：55～16：00
13：55～16：00
 ８：35～14：45

 ８：45～15：30

15：30～16：45　　　　　　　　　　　　
 ８：30～16：30

 ８：40～15：30
 ８：40～15：30
16：00～17：00

 ９：00～15：30

10：05～11：55（中学3年生のみ参観）

12：55～13：45（保護者のみ参観）

10：00～15：00
10：05～11：55
10：05～11：55（予定）

13：00～13：45
13：00～13：45

連学年（1・2年、3・4年、5・6年）開催（雨天順延）〈校庭にて〉 
１年　４校時、学級PTA
２・３年 ５校時、学級PTA
４・５・６年　　５校時、学級PTA
４・５・６年、チャレンジタイム～５校時、学級PTA
１・２・３年、チャレンジタイム～５校時、学級PTA
１・２・３年生、地域開放講座
４・５・６年生、地域開放講座

地域の清掃活動（諏訪湖クリーン祭、町諏訪湖清掃)に
参加します。　〈諏訪湖畔にて〉 

連学年（1・2年、3・4年、5・6年）開催（雨天順延）〈校庭にて〉 
全学年〈校長講話　PTA総会　学級懇談会〉　
４・５・６年　学級懇談会
１・２・３年　学級懇談会
全学年。ＡLTの方々と子どもたちが英会話を楽しみます

全学年　１日公開（PTA総会）
全学年　１日公開
全学年　１日公開
全部活動　参観および部ごとの懇談会
展示発表、ステージ発表、体育祭　等

全学年　１日公開
全学年　１日公開（午後よのなか科講演会)
全部活動　参観および部ごとの懇談会

展示発表、ステージ発表、弁論会、体育祭　等

全学年授業参観
全学年授業参観（PTA作業）

全学年授業公開

クラブ、クラス発表、展示、模擬店等
全学年（中学生体験入学と同時開催)
全学年（中３生対象学校説明会と同時開催)

行事名 実施日時 対象（学年）および内容

下諏訪町立下諏訪北小学校 ☎27ー2288

下諏訪町立下諏訪中学校 ☎27ー3000

長野県花田養護学校 ☎28ー3033

下諏訪向陽高等学校 ☎28ー7582

下諏訪町立下諏訪社中学校 ☎28ー7600
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下諏訪町立図書館で
ボランティア活動をしてみませんか！

　この他にも花のお世話を行う環境整備ボランティアなど図書館では様々なボランティアを募集して
います。ボランティアに参加したい方、内容について詳しく知りたい方は下諏訪町立図書館へお問い
合わせください。

町民大学　下諏訪を学ぶ①
演　題 ： ｢諏訪湖の自然環境と生き物」
講　師 ：  田代　誠也　先生　（長野県水産試験場諏訪支場）
日　時 ：  ５月23日(日)　午後１時30分～午後３時00分
会　場 ：  文化センター小ホール　※当日受付（受講料100円）

　諏訪湖周辺には多くの人が住んでいます。その人間活動によって諏訪湖は一度環境が悪化しましたが、
諏訪湖に関係する方々の尽力で諏訪湖は美しい姿に再生しつつあります。一方で、湖の中を覗いてみると、
以前よりワカサギやテナガエビ等の漁獲量が減少しているようです。その謎を探ってみます。

■ 問い合わせ　下諏訪町公民館　☎28ー0002

音訳ボランティアグループ
やまびこの会

書架整理ボランティア

書評ボランティア・返却ボランティア

読みきかせボランティアグループ
おはなしの部屋

本の修理ボランティア

地域資料保存ボランティア

　視覚障がい者や老眼で本が読めない方のため
に図書・広報・新聞な
どを音訳し貸出してい
ます。
　朗読のほか校正・編
集の仕事もあります。

　毎月の図書館整理日（原則第１金曜日）に午
前・午後の各２時間書
架を整えます。本が探
しやすいようにラベル
順に並べます。　

　毎週土曜日午前11時からおはなしのへやで
絵本や紙芝居の読み
聞かせをしています。
　また、学校での人
形劇の上演なども取
り組んでいます。

　毎月の図書館整理日（原則第１金曜日）に午
後１時から本の修理
をしています。破れ
た本やページの抜け
た本を直します。

　本が好きなあなたにぴったりのボランティア
です。お読みになった本の書評を書いてみませ
んか？書評は広報誌等に掲載します。　　　　
　また、本の返却をお手伝いしてくださる方も
募集中です。

　図書館では古い写真をデジタル化し、「みん
なでつくる下諏訪町デジタルアルバム」にて
ネット上で公開しています。資料のデジタル化
作業やホームページの管理をお手伝いしてくだ
さる方を募集します。

■ 問い合わせ　下諏訪町図書館　☎27ー5555
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